
－1－

⑶第52号	 東播用水だより	 平成30年６月１日

川代ダム

大川瀬ダム

呑吐ダム

夢ある農業・農村づくり

発行年月日

ホームページアドレス　http://www.toban-yosui.jp
メールアドレス　soumu@toban-yosui.jp

東播用水だより東播用水だより

目  次
第47回通常総代会　開会あいさつ 2

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）について 12第47回　通常総代会 3

土地改良施設維持管理適正化事業について 13平成28年度一般会計決算と平成30年度一般会計予算 4

国営東播用水二期農業水利事業　実施状況について 14平成30年度　事業計画 5

世界かんがい施設遺産｢淡山疏水｣登録を振り返って 16東播用水のパンフレットのいろいろ 5

こんなときは、必ず土地改良区へ通知を 18平成30年度　賦課金 6

土地改良事業計画(維持管理)の変更の認可について 19平成28年度　小水力発電売電益の実績について 7

19東播用水水源地里地・里山保全活動in西紀　2017 7

20関係機関紹介 8

20平成30年度　事務局機構図 8

就任ごあいさつ 9

東播用水の維持管理概要

入札参加資格申請について

TT未来遺産運動からのお知らせ

東播用水｢水と緑の交流｣実行委員会からのお知らせ

10



－2－

⑵第52号	 東播用水だより	 平成30年６月１日

理 事 長　　　　　　

大　村　伊三夫

彼岸も過ぎ、漸く春めいてまい
りました。早いところでは、桜の

開花も始まっているようでございます。
それでは、本日ここに東播用水土地改良区第47回

通常総代会を開催するに当たり、一言ご挨拶を申し
上げます。

総代の皆様方には、大変御忙しいなか御出席賜り
厚くお礼申し上げますとともに、土地改良区の事業
推進に当たり、格別の御理解と力強い御支援・御協
力をいただき、今日まで滞ることなく土地改良区の
運営をさせていただいておりますことに心より感謝
申し上げます。

また、御来賓の皆様方には、年度末の公務御多忙
の折にも関わりませず御臨席賜りましたこと、平素
から格段の御指導、御高配を賜っておりますことに
重ねて厚くお礼申し上げます。

昨年は、用水の需要が多くなる 6 月に、主水源で
ある大川瀬、吞吐ダムの貯水率が 6 割程度まで低下
し、皆様には大変御心配をおかけしましたが、幸い
にもその後の降雨と加古川水系広域農業水利施設総
合管理所の陣頭指揮による貯水管理の御蔭をもちま
して無事乗り切ることができましたが、改めて水と
適正かつ円滑な配水管理の大切さを考えさせられる
年でもありました。

平成29年の配水実績ですが、地域全体で約2,580
万㎥であり、大川瀬水系が1,320万㎥、中央幹線水
系が1,260万㎥で、平成28年の31％増、年間降雨量
が1,251㎜で平成28年の19％減であることから、気
象条件もその一因であると思われます。

さて、国の農政改革に伴い、平成30年度から米の生
産数量目標の配分や直接支払交付金が廃止されるなど、
農業を取り巻く環境は大きく変化してきております。

こうした厳しい環境の中、産地間競争を勝ち抜き、
本県農業が成長産業として発展していくためには、
生産コストの縮減を始めとする構造改革が不可欠で
すが、その実現のためには、現在東播用水二期農業
水利事業所で進めていただいております二期事業を
一日でも早く完了させ、必要な時に必要な量の水を安
定供給できる水利ネットワークを構築し、事業効果を
発現させることが何よりも重要となってまいります。

特に、平成30年度は大川瀬導水路改修や山田幹線
水路シールドトンネルの完成、更に淡山連絡水路推
進工事が着工 2 年目を迎えるなど今後の事業推進を
左右するターニングポイントともいえます。

また、新聞報道等によりますと、生産調整の廃止
初年度となる平成30年産米の作付けは、ほぼ前年並
みのようですが、今後どのように変化していくのか
注視しながら、地域の状況に応じた配水管理を行っ
ていく必要があります。

そういった意味でも、二期事業は用水系統の再編
などにも配慮し、水需要に応じた配水管理にも対応

し得る工夫も盛り込んでいただいておりますので、
まさしく時宜に叶った事業計画であると確信してい
る次第です。

次に、予算の確保というものが事業推進にとって
欠かせないことであることは皆様も御承知のとおり
ですが、この点に関しましては、国・県等関係機関
の方々が東播用水二期事業に非常に力を入れて頂い
たこともあり、平成30年度の予算は十分に配分を頂
ける見込みとなっております。

受益地域の神戸市、明石市、加古川市、三木市、
稲美町が、特に稲美町長と三木市長は先頭に立って、
神戸市長ともども東京へ陳情に行っていただき、予
算確保に御力添えいただきました。こういう面で、
土地改良区の力だけでは十分ではございません。そ
の中で地域の関係行政の市町長と共に本省へ行き、
地域が一体となってこの事業を推進する意思が強い
という事で、予算確保につながっています。

豊かな農業農村の実現のために役職員一丸となり
一生懸命に取り組んでまいります。

また、土地改良区は平成28年 4 月から兵庫県淡河
川山田川土地改良区と合併いたしております。御承
知のとおり、淡山土地改良区は歴史ある土地改良区
であり、その歴史を引き継いだ土地改良区として、
先人達の苦労により実現した淡山疏水の歴史的偉業
を後世に伝えていきたいと考えております。また国
においても淡山土地改良区の歴史遺産をどのように
残していくのか、検討委員会の設置および基本計画
作成を進めて頂いております。

我々、東播用水土地改良区といたしましても、そ
の基本計画を引き継ぎ、施設の利活用について具体
的方策を検討するため、「淡山疏水・東播用水未来
遺産運動推進委員会」を設置しまして、委員長に福
田専務理事、副委員長に山口理事を選任し、事務局
とともに取り組んでいくこととしておりますので、
何卒よろしくお願い致します。

豊かな農業・農村の実現のために、皆様からの御
理解と御協力を頂きながら、役職員一同決意を新た
にして努力する所存でございますので、今後とも皆
様の御支援のほどよろしくお願い申し上げます。

最後になりましたが、本日提案いたします議案は、
平成28年度事業報告及び収支決算を始め、平成29年
度補正予算を含めます平成30年度予算、事業計画な
ど、13議案をご提案申し上げております。

なお、我々には今まで馴染みがありませんでしたが、
複式簿記会計制度を導入しなさいという指導をうけま
して、平成30年度から本格導入することとなりました。

これによりまして、当区の農業水利施設を含むす
べての保有財産を金額で示すと同時に、これらの減
価償却を資産の減少として記録することにより、将
来の施設更新等のコスト把握に役立てることが可能
となり、計画的な維持管理の実行と管理費の節減に
結びつけることが期待されるようです。

なお、議案の内容につきましては、提案の折にご
説明申し上げますので、十分なる御審議の上、原案
のとおり御承認賜りますようお願い申し上げ、開会
に当たりましての挨拶と致します。

平成30年 3 月22日

第47回通常総代会　開会あいさつ
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　平成30年 3月22日、三木市立市民活動センターに於いて第47回通常総代会を開催、総代定数80名（現在数
78名）中72名出席、来賓として兵庫県議会 奥谷謙一議員・谷口俊介議員・村岡真夕子議員、三木市 仲田一
彦市長、稲美町 古谷博町長、近畿農政局東播用水二期農業水利事業所　堀内正之所長、兵庫県農政環境部
農林水産局農村環境室　中島達也室長、兵庫県土地改良事業団体連合会 梶村弘高常務理事のほか、国・県・
市町等関係者多数のご臨席のもと、大橋事務局長の開会宣言により開会、議長に大塚浩洋総代（三木市口吉
川町）、議事録記名人には中﨑爲雄総代（神戸市西区）、福井栄幸総代（神戸市北区）を選任し議事に入り、
慎重に審議が行われ、提出した議案はすべて原案どおり可決されました。

提出議案

報告第１号　土地改良事業計画（維持管理）の変更の認可について
第 1号議案　 平成28年度事業報告及び一般会計・特別会計収支決算並びに財産目録の承認について
第 2号議案　役員の選任について
第 3号議案　東播用水土地改良区規約、会計細則及び基盤安定基金規程の一部改正について
第 4号議案　平成29年度一般会計・特別会計収支補正予算の理事会専決処分の承認について
第 5号議案　平成30年度事業計画について
第 6号議案　平成30年度賦課金の賦課徴収について
第 7号議案　平成30年度基盤安定基金積立金の一部処分について
第 8号議案　平成30年度加入金について
第 9号議案　平成30年度役員及び総代の報酬・日当について
第10号議案　平成30年度地区除外決済金額について
第11号議案　平成30年度一般会計・特別会計収支予算について
第12号議案　平成30年度一時借入金の限度額及び借入方法について
第13号議案　平成30年度余裕金及び積立金の預入先について

第47回　通常総代会

総代会議長　大塚総代

県土連　梶村常務理事近畿農政局東播用水二期農業
水利事業所　堀内所長

県農村環境室　中島室長
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収入の部
（単位：円）

組 合 費 １７３，７７１，６５８ 
受 託 費 ２２，３２９，６１１ 
補 助 金 ４６，１００，０００ 
諸 収 金 ９，６０３，９５１ 
繰 入 金 １０，１４５，８３５ 
繰 越 金 ６０，３５５，１０２ 

収入総額 ３２２，３０６，１５７ 

支出の部
（単位：円）

事 務 費 ７３，９１７，３４６ 
区 債 及 び 借 入 金 ０ 
事 業 費 １５６，０８２，２９８ 
事業負担金及び分担金 ４，５５５，５５１ 
諸 支 出 金 ５３，３９４，３３８ 
還 付 金 ９，６３０ 
予 備 費 ０ 

支出総額 ２８７，９５９，１６３ 
 （次年度繰越金　３４，３４６，９９４）

収入の部
（単位：千円）

土地改良事業収入 １７１，４８６ 
付 帯 事 業 収 入 ４，９９０ 
補 助 金 等 収 入 ６８，４００ 
受 託 料 収 入 １ 
雑 収 入 ２，６４０ 
繰 入 金 ５３，９７３ 
繰 越 金 １８，９８７ 

収入総額 ３２０，４７７

支出の部
（単位：千円）

一 般 管 理 費 ８１，６４２ 
土 地 改 良 事 業 費 １５１，００１ 
負 担 金 等 ６，９１０ 
借 入 金 返 済 支 出 １ 
繰 出 金 ７１，９７０ 
還 付 金 １ 
予 備 費 ８，９５２ 

支出総額 ３２０，４７７

平成28年度一般会計決算

平成30年度一般会計予算

組合費
173,771,658 

受託費
22,329,611 

補助金
46,100,000 

繰越金
60,355,102 

事務費
73,917,346 区債及び

借入金  0 

事業費
156,082,298 

  

事業負担金

及び分担金
4,555,551 諸支出金 

53,394,338 

還付金 9,630 予備費  0 

諸収金
9,603,951 

繰入金
10,145,835 

土地改良事業収入

 171,486 

付帯事業

収入 4,990 

補助金等収入

 68,400 

受託料収入 1 

雑収入

2,640 繰入金
53,973 

繰越金 
18,987 

一般管理費

81,642 

土地改良事業費

 151,001 

負担金等
6,910 

借入金
返済支出 1 

繰出金

71,970 

還付金 1 予備費 8,952 
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1 ．水利施設の維持管理・配水管理を適切に行う。
　 1  ）東播用水土地改良区維持管理事業計画及び関係諸規程を遵守し、管理施設の保守点検・整備・その他
日常必要な維持管理業務を適切に行う。

　　（1）主要水利施設
　　　　①用水路　　　　　　23路線（約372km）
　　　　②揚水機場　　　　　25機場
　　　　③頭首工　　　　　　 2ヶ所
　　　　④遠方監視制御施設　35局（親局含む）
　　（2）小水力発電施設　　　 2ヶ所（呑吐ダム水力発電所、大川瀬ダム水力発電所）
　　（3 ）計画的補修整備、改修を行うとともに軽微なものは直営により機能を保全する。
　 2  ）管理体制の整備を行い配水可能地域の水利用調整を適切に行う。
　　（1）補給計画ため池等の個所　502ヶ所
　　（2）面　積　　　　　　　　　 7 ,123ha（配水管理体制整備計画面積）
　　（3）渇水に備えて節水意識の高揚と啓発に努める。
2  ．加古川水系広域農業水利施設総合管理事業の円滑な実施、推進に協力する。
3  ．国営東播用水二期土地改良事業の円滑な実施、推進に協力する。
4．補助事業を適正かつ円滑に執行する。
　 1）土地改良施設維持管理適正化事業
　 2  ）国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）東播用水地区
　 3）ふるさと創生推進事業
5．当該年度賦課金及び未収賦課金の徴収に努める。
6  ．淡山疏水・東播用水未来遺産運動の推進及び世界かんがい施設遺産の啓発に努める。
7．その他
　 1  ）維持管理事業に関する農家負担の軽減につながる調査・研究に努める。
　 2  ）維持管理事業を円滑に推進するため積極的に広報を行う。

　東播用水土地改良区で作成している、いろいろな普及啓発用パンフレットを紹介します。
　希望者に提供していますのでお申し込みください。

平成30年度　事業計画

東播用水のパンフレットのいろいろ

※　上記パンフレットは一例です。詳しくは事務局にお問合せ下さい。
※　部数には限りがありますので、送付できない場合又は送付が遅れることがあります。
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賦課金は、毎年 4月 1日現在の組合員名簿、土地原簿賦課面積により算出しています。

賦課金（経常賦課金・維持管理費）の内訳

・経常賦課金　10a当り　1,500円（全受益地・基盤安定基金積立金500円を含む。）
・維持管理費　下記賦課区分の通り（配水可能地域） （単位：10a当り）
賦課単価区分 賦課基準区分 配水実績水量幅 単価（円）

Ａ
ため池掛（Ａ）

 10㎥未満 600 
農地造成（Ａ）

Ｂ
ため池掛（Ｂ）  10㎥以上～200㎥未満

900 
農地造成（Ｂ）  10㎥以上～ 80㎥未満

Ｃ
ため池掛（Ｃ） 200㎥以上～600㎥未満

1,000 
農地造成（Ｃ）  80㎥以上～120㎥未満

Ｄ
ため池掛（Ｄ） 600㎥以上～900㎥未満

1,200 
農地造成（Ｄ） 120㎥以上

Ｅ ため池掛（Ｅ） 900㎥以上 1,300 
Ｆ 井堰掛・畑・濃縮地区 600 
Ｇ 井堰掛（志染川・美の川） 300 

付記 : ため池掛及び農地造成の配水実績水量については前年度より過去 5年間の10a当りの平均配水量です。

◆賦課及び徴収方法
　土地改良区から各組合員に対し賦課金通知書を発行します。
　但し、団体（水利等）で徴収委託契約を締結している場合は一括して水利委員等へ配布します。

◆納入期限
　平成30年 7月31日（年 1回徴収）

◆維持管理費賦課区分
　維持管理費については、上表のとおり、賦課単価区分をA～Gに分類し土地原簿の賦課区分欄にその区
分を記載しています。又、賦課単価決定根拠となる平均配水量調書及び土地原簿については毎年賦課水系
単位で関係水利委員へ配布しています。
◎賦課金の口座振替（農協）の活用を推奨しています。

　賦課金の納入は、便利な口座振替をお勧めします。当分の間、賦課金額の2%を還付（差引額を振替）します。
例 10,000円 - 200円（ 2％）＝9,800円

賦課金は、期限内に納入しましょう！！
　土地改良区は組合員皆様の賦課金で運営されており、皆様のため池へ用水を送る土地改良施設の
維持管理を適切に行うための経費です。
　納入期限内に納めていただきますよう、よろしくお願いいたします。

賦課金完納に向けての取組について
　土地改良区では、貴重な財源である賦課金の完納を目指し、賦課金納付の公平性を保つために、
未収対策を行っています。納入期限内に納入の確認が出来ない場合には督促状を発行します。それ
でも納入が無い場合には、催告書の送付・電話・戸別訪問等を行い納入のお願いをしています。

平成30年度　賦　課　金
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平成28年度決算 単位：円

項　目 金　額
負担割合

本区 企業庁
50.50% 49.50%

売電収入 大川瀬ダム水力発電所・呑吐ダム水力発電所 68,944,202 34,816,822 34,127,380
雑収入 実機試験賃貸借料 3,909,600 1,974,348 1,935,252
　発電事業収入計 72,853,802 36,791,170 36,062,632
発電施設維持管理費 △ 4,142,724 △ 2,092,076 △ 2,050,648
　差引利益 68,711,078 34,699,094 34,011,984
雑収益 利子 170 170
発電施設減価償却費・修繕積立金（土地改良区分） △ 6,936,882 △ 6,936,882
　　計 27,762,382

　平成28年度決算の純利益を平成29年度にそれぞれに配分し、土地改良区としては約2,776万円を一般
会計へ繰入し、維持管理費用の一部に充当して農家負担の軽減を図っています。

平成28年度　小水力発電売電益の実績について！

　平成29年11月25日（土）篠山市西谷に
て丹波篠山木の駅実行委員会の指導の
下、本区総代・関係機関等40名の参加
をいただき、里山の間伐作業、川代ダム
周辺の清掃活動を秋晴れの中行いました。
　併せて神戸新聞社の取材を受け東播
用水の水源保護への取組について報道
して頂きました。

東播用水水源地里地・里山保全活動in西紀　2017
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　東播用水土地改良区の事業の円滑な運営、維持管理等にご指導を賜っております、国、県、市町関係の所長、
部課長各位をご紹介します。

[近 畿 農 政 局]
淀川水系土地改良調査管理事務所 所　長　松岡　直之
  （総合管理所駐在）　次　長　井手原克澄
加古川水系広域農業水利施設総合管理所
  （吞吐ダム管理所）　所　長　松下　敏彦
川代ダム管理所 所　長　丸山　鉄男
鴨川・大川瀬ダム管理所 所　長　松浦　宏治
東播用水二期農業水利事業所 所　長　堀内　正之
 次　長　下川床茂宏
 庶　務　課　課　長　吉良　　博
 用　地　課　課　長　宇野　哲夫
 調査設計課　課　長　市川敬一郎
 工　事　課　課　長　平野　重久
[兵 庫 県]
農政環境部農林水産局農地整備課 課　長　中島　達也
 農村環境室　室　長　松岡　浩司
神戸県民センター神戸農林振興事務所
　神戸土地改良センター 所　長　奥田　勝彦
　　　　　　　　　　農村計画課 課　長　横山　明人
北播磨県民局加東農林振興事務所
　加古川流域土地改良事務所 所　長　森脇　　馨
 所長補佐兼業務課長　花本　康志
 所長補佐（土地改良担当）　中谷　　毅
 農村計画第１課　課　長　福永　陽介
 農村計画第２課　課　長　三木　勝幸

[関 係 市 町]
神戸市経済観光局農政部　
 農政担当局長兼部長　　　　長沢　秀起
 計画課　農林土木担当課長　菊川　雅之
 調整担当課長　宮田　展明
明石市市民生活局産業振興室農水産課
 室長兼産業政策　　　課　長　上田　貴弘
 課　長　福井　勇二
加古川市産業経済部 部　長　井ノ口淳一
 農林水産課　課　長　松本　穣次
三木市産業振興部　　　　　　　　　部　長　吉岡　雅寿
 農業振興課　課　長　木下　穂玄
稲美町経済環境部 部　長　増田　秀樹
 産業課　課　長　中山　哲郎
[関 係 団 体]
兵庫県土地改良事業団体連合会 会　長　西村　康稔
 副会長　井上　英俊
 副会長　杉本修一郎
 常務理事　坊垣　昌明
 事務局長（兼事業部長）　栗林　茂樹
 総務部　部　長　池内　雅彦

関 係 機 関 紹 介

平成30年度　事務局機構図

理事長
大村伊三夫

専務理事
福田　信幸

会計主任
藤田　浩昭

事務局長
大橋　正宜

管理責任者
岩林　均

参事
戸田　文雄

事務局次長
藤田　浩昭

総務担当主幹
松田　忠一

業務担当主幹
岩林　均

庶務係
梶　英司

会計係
藤本　直

調整係
長谷川博彦

管理係
杉岡　理章

電気機械係
木村　友季

管理係
石田　敏規

総 務 担 当

業 務 担 当

業務担当主幹
（配水管理）
平野　匡彦
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風薫るさわやかな季節となりました。水土里ネッ
ト東播用水の組合員の皆様にはますますご清栄のこ
ととお慶び申し上げます。
このたび 4月の異動で加古川流域土地改良事務所
長に就任いたしました森脇と申します。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。
皆様には、日頃より土地改良施設の維持・保全、
農業農村整備事業の推進にご尽力いただいておりま
すことに感謝申し上げます。
さて兵庫県では、将来にわたって活力ある地域社
会を構築していくため、地域創生に取り組んでおり
ます。今後、農業の持続的発展に加え 6次産業化に
取り組むことで、農家所得を増大させ、雇用を創出
し、地域が活性化することが期待されます。
そのためには、水利施設の整備や農地の大区画化
など、農業生産基盤の整備が不可欠です。今後とも、

皆様のご理解とご協力を得ながら、農業用水と優良
農地の確保に努めてまいります。
当地では、東播用水という素晴らしい施設を先人
が遺してくれました。これを有効に活用しながら次
世代に伝えていくことが我々の責務と考えています。
基幹施設の整備については、現在国営東播用水二
期事業により順調に進捗しております。これより下
流に位置する末端施設の整備についても、県では土
地改良区や関係市町と連携し、きめ細やかな対策に
努めて参ります。
加えて、今後担い手への農地集積や気候変動等に
より、農業用水の必要な時期や水量が大きく変化
し、それに伴う水利用にも対応していく必要がある
と考えています。
引き続き、皆様のご支援ご協力をお願いいたしま
して、就任のご挨拶とさせていただきます。

兵庫県北播磨県民局加東農林振興事務所
　加古川流域土地改良事務所
　　　所　長　森　脇　　　馨

青葉が目に眩しいこの頃、皆様にはますますご健
勝のこととお慶び申し上げます。
このたび、 4月の異動で大阪市にあります環境省
近畿地方環境事務所から転任して参りました。前任
地の環境省には近畿農政局から出向という形で 2年
間勤務いたしました。どうぞよろしくお願いたします。
私は三木市には平成元年 4月から東播用水農業水
利事業所に 3年間、主に工事事務を担当して勤務さ
せていただきました。個人的にはこの 3年の間に結
婚し、最初の子供も生まれとても思い出に残ってい
る所で、再度勤務できることを大変うれしく思って
おります。
さて、農林水産省では、昨年「農業競争力強化支
援法」を成立させています。農業が将来にわたって
持続的に発展していくためには、農業の構造改革を
推進することと併せて、「良質で低廉な農業資材の
供給」や「農産物流通等の合理化」といった、農業
者の努力では解決できない構造的な問題を解決して

いくことが重要です。このため、国の責務や国の講
ずべき施策等を定めるとともに、農業資材事業や農
産物流通・加工事業の事業再編等を促進するための
措置を講ずること等により、農業者による農業の競
争力の強化の取組を支援し、農業や農業生産関連事
業の健全な発展に寄与することを目的として取り組
んでいるところであります。
総合管理所においても競争力強化や農業の健全な
発展のためには、安定的な用水確保・供給が重要で
あり、ダム・頭首工・導水路など各施設を適切に管
理することで少しでも皆様のお役に立てればと考え
ているところです。
これからも水土里ネット東播用水の皆様や関係機
関の皆様と連携を図りながら、施設の管理・地域の
発展に努めていきたいと思います。
最後になりましたが、水土里ネット東播用水の
益々のご発展と組合員の皆様のご活躍を祈念してご
挨拶とさせていただきます。

近畿農政局　淀川水系土地改良調査管理事務所
　加古川水系広域農業水利施設総合管理所
　　　所　長　松　下　敏　彦

就任ごあいさつ
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1 ．はじめに
　東播用水の水源は、最上流部に位置する川代ダム（篠山市大山下）、中央部の大川瀬ダム（三田市大川瀬）、
下流部の呑吐ダム（三木市志染町三津田）と、これら三つのダムを結ぶ導水路のほか、呑吐ダムから中央幹
線水路の 7号分水工（兵庫県企業庁の神出浄水場）までを近畿農政局加古川水系広域農業水利施設総合管理
所（通称、加古川総管）が管理し、これ以後の地元のため池（補給水源）等までの農業水利施設を東播用水
土地改良区が管理（配水・施設管理）を行っています。
　土地改良区は、用水路23路線（管水路・開水路）を約372km、揚水機場25機場、頭首工 2ヶ所、遠方監視
制御施設35局（セミループ局含む）の水利施設を操作して502ヶ所のため池や河川に注水しています。これ
らのうち揚水機場 4ヶ所、分水バルブ 3ヶ所、取水ゲート 2ヶ所、除塵機 3台については事務所から遠隔操
作することができます。
　平成30年度の配水計画面積は、約7,123haを見込んでおります。

2 ．管理の区分
　ダムなどの水源から農地に水が届くまでの管理は 3つに区分されています。
　　第 1にダムや導水路の管理は、加古川総管です。
　　第 2に幹支線水路の水利調整やため池等への送水のためのポンプの運転やバルブ、ゲート操作は、東播
　　用水土地改良区の管理担当職員がすべて行っています。
　　第 3にため池や井堰から農地までの間の管理は地元の水利組合で行うことになっています。

3 ．水利施設の点検整備・補修
　土地改良区が管理する施設は、管理担当職員が施設の点検整備を直接行うことを原則にしていますが、一
部を専門業者に発注して行う場合があり、こうした施設の補修、改修工事や水路周辺の草刈りや会所桝の泥
上げ作業にあたり、付近の皆様にはご迷惑をおかけすることがありますが、ご理解とご協力をお願いします｡

4 ．管理担当職員の分担と構成　（平成30年 4月 1日現在）
◇用水管理担当　　　　　管理責任者・業務担当主幹　岩林　　業務担当主幹（配水管理）　平野　

○北部担当　　　平野・木村 ○南部担当　　　長谷川・杉岡・石田

・大川瀬導水路
・吉川支線水路
・大沢支線水路・吉川南支線水路
・北神戸第1幹線水路・北神戸第 2幹線水路
・ゴルフ支線水路・豊岡支線水路
・北2号支線水路・北 3号支線水路・北 4号支線水路
・口吉川支線水路・細川支線水路

・淡河幹線水路・平井支線水路・窟屋支線水路
・山田幹線水路・広野支線水路・別所支線水路
・神出支線水路・合流幹線水路・旧岩岡支線水路
・中央幹線水路・明石川支線水路・岩岡支線水路
・平野支線水路・森安支線水路・印南支線水路
・加古支線水路・天満支線水路・蛸草支線水路
・美嚢川、志染川水系

5 ．路線別の各水利委員の皆さんにお願いすること
1）送水を適切に行うために。
⑴ため池貯水量・水位・用水の見込みの状況を常に把握して下さい。
⑵渇水時の対策の協議調整及び地元組合員に指導をお願いします。
⑶水路からの漏水や溢水する恐れがあるなどに気づかれた時は連絡して下さい。
⑷揚水機の運転異常（赤色灯等が回転しているなど）を発見された時はお知らせ下さい。

　　　※揚水機が関係している路線の委員

東播用水の維持管理概要
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2 ）事務関係の地元の窓口としてご協力をお願いします。
⑴土地改良区賦課金の賦課徴収に関連する事務
⑵土地改良区土地原簿の確認、修正の必要がある場合などの地元調整及び集約
⑶ほ場整備事業区域の換地処分登記完了に伴う土地原簿の更生・確認作業
⑷高畦畔の賦課金免除に関連する事務
3 ）土地改良区運営をよりよくするために組合員と事務局のパイプ役をお願いします。
⑴関係者の意見や要望の取りまとめ。
⑵説明会等の会合の開催や準備の協力。

6 ．送水開始や送水停止の依頼
　ため池貯水量等の状況によりダムや頭首工からの送水及び停水が必要な時は、水利組合から届けて頂いて
いる水利委員の方から土地改良区の事務所に連絡して頂くことになっています。組合員個人から直接に送水
の開始や停止は受付けていませんのでご理解をお願いします。

7 ．水利委員と管理担当職員との連絡調整方法
　水利委員と路線担当職員との連絡調整は下記による方法を原則にしていますので、用水調整をスムーズに
進めるためにご理解をお願いします。

注 1：連絡調整は、土地改良区の事務所に電話でお願いします。
　　　　　ＦＡＸでも受付けます。必ず地区名･ため池名・委員名・用件・連絡先を記入して下さい。
　　　　　※FAXの場合は、確認に時間がかかる場合があります。お急ぎの方は電話で依頼願います。
注 2：平日の夜間並びに休日の事務所の電話は、留守番電話になっていますので、地区名・ため池名・
　　　委員名・用件・必要に応じ連絡先を伝言して下さい。

　　　　　 　但し、かんがい期（おおむね 5月中旬から 9月中旬までの間）は、業務委託員が話を聞きます
ので、上記に準じて用件を簡潔に伝達して下さい。

注 3： 送水開始、送水停止の連絡は、平日のＡＭ 8：45～ＰＭ 5：30の時間内にお願いします。原則
として翌日以降の対応になりますのでご理解をお願いします。

注 4：水利委員を変更する場合は､ その時点で事務所に変更届を提出して下さい。
注 5： 平日の夜間並びに休日（土曜日、日曜日、祝日）は、水量や送水先の変更はできませんので、

ご注意をお願いします。但し、送水中にため池が満水になる、又、急な降雨などによる送水停止
が必要な場合は対応しますので、ご連絡をお願いします。

8 ．節水とゴミに関するお願い
　電気料金の値上げ等により、ポンプ施設などの運転経費、
特に電気料金が増大しています。
　節水＝節電に繋がりますので組合員の皆様も、かけ流し
等のないように適切な用水管理にご協力お願いします。
　また、用水路に投棄されるゴミや除草による草などが通
水に支障をきたしています。特に暗渠部分でゴミが詰まる
と溢水する恐れもあり除去作業に時間を要します。ゴミの
投棄や除草後の草の放置防止について皆様のご理解、ご協
力をお願いします。

水路内清掃状況
（合流幹線、神戸市西区神出町地内）

事務局　業務担当各水利委員
電話

FAX
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1．事業の趣旨
　国営土地改良事業により造成された農業水利施設
や付帯県営造成施設は、農業生産面での役割だけで
なく、洪水防止・水資源の涵養等の多面的機能を有
しています。一方、都市化・混住化の進展により、
これらの機能を享受している地域住民が増加してい
る一方で農業を取巻く社会経済的情勢は厳しく、管
理体制が脆弱化しつつある中、今後的確な施設管理
を行うためには更なる地域の積極的な参加と施設機
能の適切な維持保全、長寿命化による維持管理費の
縮減等が不可欠であることから本事業を活用し、県
や関係市町と連携を図りながら土地改良区の管理体
制の整備・強化を図ります。

2．実施期間
　 1期　　平成12年度～平成16年度（ 5年間）
　 2期　　平成17年度～平成21年度（ 5年間）
　 3期　　平成22年度～平成29年度（ 8年間）
　 4 期　　平成30年度～平成34年度（ 5年間）
　農業水利施設の有する多面的機能を評価し、土地
改良区の管理体制の整備を図るために必要な活動を
実施します。

3．事業の内容
　 1 ）計画推進事業　
　　①計画更新活動
　　事業主体：兵庫県
　　 地域の実情に応じた望ましい管理水準・体制、
費用分担等の目標とその実現のために必要な取
組等を定めた整備計画の策定と実施状況を踏ま
えた更新を行います。

　　（実施事例）
　　 多面的機能の持続的発揮に向け、地域の役割分
担を明確化した施設管理協定を締結し地域住民
により施設が維持保全されています。

　　②推進活動
　　事業主体：市町（市町協議会）
　　 関係市町等で構成する管理体制整備促進協議会
を通じた合意形成、協議調整や地域住民等に対
する普及啓発活動により更なる土地改良区の管
理体制整備を目指します。

　 2 ）支援事業（H29）
　　事業主体：市町（市町協議会）
　　管理体制の整備・強化に対する支援
　　（年間約510円/10a）
　　①　多面的機能管理費
　　　　 都市化・混住化に伴い増大した多面的機能

発揮に相当する費用
　　※ 年間維持管理費の37.5％を支援（人件費、保

険を除く）
　　　約13,000千円/年間（約180円/10a）
　　②　高度化施設等整備費
　　　　 環境や安全に配慮した施設の高度な管理業

務の増加に要する費用
　　　約23,600千円/年間（約330円/10a）

4．負担区分　　※農家負担なし

国 県 市町 農家

計画更新活動 50％ 25％ 25％ 0 ％

推 進 活 動 50％ 0 ％ 50％ 0 ％

支 援 事 業 50％ 25％ 25％ 0 ％

5．高度化事業実施状況（H29） （単位:円）
施設名 工　事　内　容 事業費

手中放流工 放水路整備　L=40.0m 8,100,000

勝雄揚水機場
尾谷揚水機場

高効率型揚水機更新
1式 8,748,000

小林放水路 放水路整備　L=24.07m 2,970,000

旧岩岡支線水路 水路内面補修　L=57.0m 3,780,000

手中放水路

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）について
～さらなる管理体制の強化と地元負担の軽減に大きく寄与しています！～

平成34年まで延長になりました！

⑿第52号 東播用水だより 平成30年６月１日
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⒀第52号 東播用水だより 平成30年６月１日

事業制度の概要
　この事業は、土地改良施設の機能低下の防止、機
能回復等のため、定期的に行なう必要のあるポンプ
のオーバーホール、ゲートの塗装、用排水路の補修、
その他の整備補修及び施設の改善に対して助成され
ます。
　また、一般の補助事業と異なり土地改良区等が相
互扶助的に実施します。具体的には整備補修を希望
する土地改良区等がこの事業に加入し、定められた
期間内（ 5年間）に整備補修等に必要な経費（加入
事業費）の30％を積み立て、その積立期間内の定め
られた年度に整備補修等を行ないます。

　事業の要件は、団体営規模以上の事業により造成
された施設で 1施設当たりの事業費が200万円以上
であることとなっています。
　補助率　国30％・県30％・地元40％
　県土連に30％を 5年間で均等拠出する。実施年度に加

入事業費の90％の交付を受け10％負担して実施する。

注 ）東播用水土地改良区の場合は実施年度に負担す
る10％の地元負担金を、市町から受益面積割で補
助を得ているため、実質的な農家負担は30％です。
ただし、実施額が加入事業費を超えた場合は、そ
の超過分は非補助となります。

土地改良施設維持管理適正化事業について

〈平成29年度実施状況〉 （単位：円）

施設名 工事場所 工　事　内　容 事業費

加古支線水路 稲美町 水路整備　L=89.5m 5,306,040

大沢第 2段揚水機場 大沢町 電動仕切弁更新　 1式 8,100,000

御坂サイフォン 志染町 ダクタイル鋳鉄管塗装工　 1式 9,903,600

7 号池支線水路 岩岡町 水路整備　L=104.7m 4,433,400

平成30年度　実施予定
　本年度は北神戸第 2段揚水機場建屋塗装工事の 1件を予定しております。工事実施に当たり、関係地域の
皆様のご理解とご協力をお願いします。

御坂サイフォン 7号池支線水路
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　東播用水二期事業も平成30年度をもって着工 6ヶ年目となり、折り返し点を過ぎました。シールドトンネ
ル工事を始めとする大規模工事につきましても概ね発注済みであり、進捗についても予定どおり進められて
きています。平成30年度は予算規模及び事業量もこれまでのピークとなり、予定工期内の事業完了に向けて
大変重要な時期になります。引き続き、本事業の推進にご理解とご協力をお願い致します。

◆　淡山疏水統廃合に伴う新設工事のうち、山田幹線水路（緑が丘サイホン）建設工事（シールドトンネ
ル工事 L=2.5㎞）は、H29.2月下旬より掘進を開始し、H30.3月末時点で緑が丘南公園まで到達（1.53㎞完成）。
また、淡山連絡揚水機場は、周辺整備工事をもって平成30年度に完了する見込みです。

◆　平成28年度から着手した大川瀬導水路改修工事は、前年度から引き続き、 9号・10号トンネルの補強に
加え、 8号サイホン改修、 8号トンネル耐震対策等を行い、平成30年度に完了予定となります。

◆　主要揚水機場の流量制御施設の改良や地区内水管理施設（土地改良区のシステム）の更新にも着手しま
した。

１．事業概要 （単位：百万円）

工　期 H25～ H33 受益
面積

水田（ha） 畑（ha） 計（ha）
6,843 470 7,313

総事業費
Ｈ29予算 H29迄

進捗率
H30予算 H30迄

進捗率当初 補正 計 当初 対前年比
（18,690）
14,540

（2,610）
2,200

（600）
600

（3,210）
2,800

（50.1） （2,786）
2,200

（106.7％） （65.0％）

※事業費欄の上段（　）は、兵庫県水道用水供給事業との共同事業を含む事業費。

２．事業進捗状況
区　分 平成29年度までの実施状況 平成30年度（予定）

⑴ 貯水池 大川瀬ダム水力発電所（完成）
呑吐ダム水力発電所（完成）
呑吐ダム揚水機場（完成）
大川瀬・呑吐ダム満水面調査

大川瀬・呑吐ダム満水面保護対策にかかる実施設計
に着手

⑵ 揚水機 淡山連絡揚水機場（建屋・ポンプ完成） 機場周辺整備、除塵施設設置、余水吐設置
⑶ 用水路 大川瀬導水路

　トンネル改修　L=1.6㎞
　水路橋・水管橋耐震対策　 4箇所
北神戸調整池（完成）
淡河幹線水路　L=2.5㎞（改修）
合流幹線水路　L=2.9㎞（改修）
山田幹線水路　L=1.7㎞（改修）
山田幹線水路（緑が丘サイホン）
　　　　　　　L=2.5㎞（国債工事中）
淡山連絡水路　L=1.7㎞（国債工事中）
中央幹線水路（上水迂回路整備）

① 大川瀬導水路改修（トンネル補強、サイホン改修、
水路橋耐震対策等）、流況安定対策（揚水機流量調
整制御）
② 山田幹線水路（緑が丘サイホン） 4ヶ年国債工事
（H27～30）の最終年
③ 淡山連絡水路 3ヶ年国債工事（H29～31）の 2ヶ
年目
④山田幹線・合流幹線水路補修
⑤ 中央幹線水路（上水迂回路整備、上水分水工改修、
改修にかかる調査設計）

⑷ 水管理施設 実施設計 水管理施設製作据付

国営東播用水二期農業水利事業　実施状況について

⒁第52号 東播用水だより 平成30年６月１日
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３．平成30年度実施予定　※継続工事含む
№ 主要工事（予定） 概要 施工地域
1 継続　山田幹線水路（緑が丘サイホン）建設工事
【 4ヶ年国債（H27～ H30）】

シールド工　φ1500㎜
L=2.5㎞

神戸市西盛
三木市志染

2 継続　淡山連絡水路建設工事
【 3ヶ年国債（H29～ H31）】

推進工事　φ1000㎜
L=1.7㎞

神戸市西盛
三木市志染

3 継続　淡山連絡揚水機場他整備工事（H29～ H30） 機場場内整備等 三木市志染
4 継続　合流幹線水路（ 1工区）他改修工事
（旧岩岡支線含む）（H29～ H30）

用水路改修　L=1.5㎞ 神戸市神出

5 継続　大川瀬導水路（北神戸幹線水路）流況安定対策その1工事
（H29～ H30）

北神戸第1段揚水機場
電動機改修

神戸市淡河

6 大川瀬導水路（ 8号サイホン他）改修工事 8号サイホン改修等 三木市吉川

7 大川瀬導水路（ 9号トンネル他）改修その 3工事 9号・10号トンネル補強 神戸市淡河
三木市吉川

8 大川瀬導水路（ 2号水路橋）耐震対策工事 橋脚・橋台耐震対策 神戸市淡河

9 大川瀬導水路（大沢支線水路）流況安定対策工事（H30～ H31） 大沢第1段揚水機場
電動機改修

三木市吉川

10 淡山連絡揚水機場（余水吐他）設置工事（H30～ H31） 余水吐・余水連絡水路設置 三木市志染
11 淡山連絡揚水機場（除塵設備）建設工事（H30～ H31） 除塵設備製作据付 2箇所 三木市志染
12 山田幹線水路（排砂施設）設置工事 排砂施設設置 1箇所 神戸市西盛
13 合流幹線水路（ 4工区）改修工事 用水路改修　L=0.9㎞ 神戸市神出他
14 中央幹線水路（制水弁）改修工事 制水弁改修3箇所 神戸市神出他
15 中央幹線水路（旧岩岡支線水路）改修工事 トンネル補強補修　L=0.5㎞ 神戸市神出
16 中央幹線水路（旧岩岡支線水路）附帯施設設置工事 上水迂回時安全施設設置 神戸市神出
17 中央幹線水路（ 7号分水工）改修工事 上水分水工改修 神戸市神出
18 地区内水管理施設（総合管理所他）製作据付工事 監視操作設備情報伝達設備等 三木市志染他
19 地区内水管理施設（中央管理所他）製作据付工事 監視操作設備情報伝達設備等 三木市志染他

４．平成29年度　工事実施状況トピックス

淡山連絡揚水機（ポンプ施設据付状況）淡山連絡揚水機場（完成した建屋・吸水槽）

大川瀬導水路 9号トンネルの改修
（内面補強工事実施状況）

山田幹線水路（緑が丘サイホン）の建設
（H27～30シールド工事：セグメント組立状況）

⒂第52号 東播用水だより 平成30年６月１日
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全国水土里ネット会長会議
顧問　　　宮　崎　雅　夫

はじめに
　 1月19日に全国水土里ネット会長会議顧問に就任いたしました宮崎雅夫です。私は、
全国の関係者の皆様の土地改良に対する熱い思いに触発され、全国水土里ネットの二階
俊博会長が提唱された「闘う土地改良」の旗のもと、全国の農業振興に寄与すべきと判
断しその途を志すことを決意し、昨年末、地域整備課長を最後に、30年間勤務しました
農林水産省を退職いたしました。
　現在、全国水土里ネッ卜会長会議顧問を仰せつかり、全国各地を回り、地域の実情を
つぶさに拝聴させていただいております。

　さて、淡山疏水の世界かんがい施設遺産登録につきましては、私の農林水産省海外土
地改良技術室長在職中に申請がなされ、私はその日本の窓口として担当させていただきました。淡山疏水、東播
用水とゆかりのある神戸市北区の山田町に農家の次男として生まれ、家のすぐそばを流れる山田川や田んぼで友
人とともに遊んだ少年時代を送り、大学卒業までを過ごした者として、登録に関わることができて本当に嬉しく
思っています。
　この稿では、「世界かんがい施設遺産」のご紹介とともに、「淡山疏水」の、世界かんがい施設遺産への登録に
至る経緯などを私の目から振り返ってみたいと思います。

1.　世界かんがい施設遺産とは
　まずはじめに、世界かんがい施設遺産について少しご紹介させていただきます。
　世界かんがい施設遺産は、世界74か国が参加する、かんがい排水分野の国際的な組織である国際かんがい排水
委員会（ICID、本部：インドニューデリー）が認定するものです。ICIDは昭和25年に設立されましたが、日本は、
閣議決定に基づき、翌年の昭和26年からICIDに参加しました。ICIDの参加は、戦後、我が国が参加する初めて
の国際的な組織への参加でもありました。
　ICIDは、かんがいの歴史とその発展を明らかにし、理解の釀成を図るとともに、かんがい施設の適切な保全に
資することを目的として、建設から100年以上経過し、かんがい農業の発展に貢献したもの、卓越した技術により
建設されたもの等、歴史的・技術的・社会的に価値のあるかんがい施設を登録・表彰するために、「世界かんがい
施設遺産」制度を創設し、平成26年から登録を開始いたしました。
　世界かんがい施設遺産の特徴は、対象の施設が建設した当時の施設のまま保存されておらず、その後施設が改
修されていたり、近代的になっていても良いということです。他にも様々な「遺産」の登録制度がありますが、
それらの多くが「建設当時のままであること」が必要とされています。世界かんがい施設遺産は、かんがい施設
の特質をよく踏まえたものと言えると思います。
　世界かんがい施設遺産は、土地改良区などのかんがい施設を管理している団体からICID本部に直接申請を行う
ものでなく、各国に設置されているICIDの国内委員会から申請することになっています。そこで、農林水産省農
村振興局設計課が事務局となっている日本国内委員会（委員長：佐藤洋平東京大学名誉教授）では、土地改良区
をはじめとする施設の管理者等から広く応募を受け付けるため、農林水産省からのプレスリリースや関係者への
情報提供、農林水産省ホームページへの掲載等により公募を行い、応募のあった施設について国内委員会におい
て慎重に審査を行ったうえで、日本からの申請施設を決定しています。

2.　淡山疏水の世界かんがい施設遺産登録
　淡山疏水は、制度が始まった初年に淡河川山田川土地改良区の皆様から応募いただいたわけですが、まず、他
の応募された施設とともに国内委員会で審査がなされました。私の記憶では、多くの施設が応募されたこともあ
りますが、午後一番から審査を開始しましたが、全ての審査を終えるまでに予定していた時間を大幅に超え、午
後 6時近くまで議論がなされたことを覚えております。その結果、日本国内委員会として、応募のあった施設の
うち、淡山疏水を含め10の施設を本部に申請することになりました。
　その後、私が責任者を勤めていた事務局では、ICID本部への申請施設について和文の応募資料を基に英文の資
料を作成しました（現在では、応募者が英文資料を作成することになっています）。本部への申請締め切りが間近
に迫るなかで、短期間での作成となりましたが、ICID本部に設置された審査委員会での審査には「現地調査」が
なく、書類だけの審査となりますから、日本の歴史や文化なども含め、日本の事情に詳しくない外国のかんがい
排水の専門家が審査することを頭に置きながら資料を作成しました。例えば、日本人ならば、淡山疏水が造られ
た明治時代は、「江戸時代の封建的な国家から明治維新を経て近代国家としての歩みを始めた時代」であることが
暗黙のうちに理解できていますが、外国人は、説明が無ければ、淡山疏水のできた時代背景までは理解できませ
ん。また、歴史上の偉人の名前や都道府県名など、日本人であれば誰でも知っていることでも「知らない」とい
うことを前提にする必要があります。さらに、世界各国から申請があるわけですから、事務局では国内委員会で
の議論も踏まえて、本部から示された申請様式だけでなく、申請施設の特徴や全体像が一目でわかり、本部での
審査に役立つよう、申請施設について英文による一枚概要を作成するなど、独自の取り組みも行いました。

世界かんがい施設遺産「淡山疏水」登録を振り返って

⒃第52号 東播用水だより 平成30年６月１日
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　さて、本部に申請後は、各国の申請状況や審査状況について事務局としてもいろんなパイプを使って情報収集
に努めましたが、世界かんがい施設遺産の登録申請に関わられた皆さんならばよくご承知のように、審査の状況
などについては大変にガードが固い状況でありました。
　平成26年 9 月、 3年に 1度のICID総会が韓国光州市で開催され、同16日に開催された国際執行理事会において
世界かんがい施設遺産の登録施設が発表されました。私は現地でも引き続き情報収集等を行っていましたが、確
たる情報は無く、実際の発表までドキドキしながら待っておりました。登録施設の発表は、ICID本部の審査委員
長が施設名を読み上げ、会場のスクリーンで映し出される方式で行われ、「淡山疏水」の名前が出た時には、本当
に嬉しい気持ちでしたが、一方ではほっとした思いもあったのが正直なところでした。なお、発表は「淡山疏水」
と漢字でスクリーンに表示されるわけではなく、日本の他の登録施設とともに英語で映し出されましたので、事
務局ではスクリーンの写真を撮った上で、みんなで間違いがないことを一つひとつ確認していったことを覚えて
おります。そして、世界かんがい施設遺産の登録証を佐藤国内委員長に受け取っていただき、終了直後、農林水
産本省に電話で連絡いたしました。その後農林水産省から関係者の皆さんにもご連絡させていただいたわけです。

3.　淡山疏水の特徴
　淡山疏水の世界かんがい施設遺産の登録証には、「灌漑を安定化させ、また飛躍的な生産性向上、地域の繁栄、
貧困の削減をもたらした、灌漑システムに組み込むための多数のため池を建設するという独特な着想の功により
世界かんがい施設遺産に登録する。」と、登録の理由が簡潔に記されています。つまり、淡山疏水が古くから水不
足に悩まされてきた、いなみ野台地をはじめとする東播磨地域の農業の発展や地域の振興に大きく貢献したこと、
技術的な面でも「ため池との連携」というかんがい計画のユニークさが評価されたと言うことです。
　それも含め、私は淡山疏水には明治期から現在までにおいて次のような技術的な特徴があると思います。
　①　西洋からの新技術の積極的な導入
　　　 淡山疏水の建設は、我が国の近代化の最中であった明治後半に行われ、外国で学んだ日本人技師や日本在

住の外国人技師により、様々な新技術が積極的に導入されました。皆様ご存知の御坂サイホンは、標高差
約67ｍもの谷をサイホン工で渡すもので、水が下りたのち再び上るサイホンの原理などは当時としては最
先端の技術でした。また、当時世界最先端の鉄管をイギリスから輸入して使用しています。

　②　ため池と連動した一体的なシステムの構築
　　　 淡山疏水は、全体の効率的なかんがいシステムの構築という計画の観点からも大きな特徴があります。そ

れは、既存のため池も活用しつつ、淡山疏水の建設に合わせてさらに81箇所のため池を作り、淡山疏水を
これらと連動した一体的システムとして機能させています。

　③　戦後の用水需要増大などにも対応したかんがいネットワークへの発展
　　　 戦後、農業用水需要の拡大や人口増加に伴う水道用水の不足に対応するため、昭和45年から国営東播用水

事業により、川代、大川瀬及び呑吐の 3つのダムを建設し、導水路によってその 3つのダムを連結させる
壮大なかんがいネットワークを築くことで、淡山疏水を更に発展させました。

　淡山疏水の世界かんがい施設遺産としての登録には、これらの他にもう一つ重要な点があります。それは、東
播用水土地改良区の皆様の活動自体が大きく評価されているということです。淡山疏水ができてから現在に至る
まで、東播用水の壮大なかんがいネットワークは、東播用水土地改良区、つまり受益農家の皆様の手で長期間に
わたり維持管理、水管理が適切に行われています。海外では土地改良区のような受益農家自らが組織する団体が
維持管理を行っている例はほとんどありません。「土地改良区」は効率的な水管理を実践できる「農民参加型水管
理」の成功例として、世界の専門家の間で高く評価されています。皆様の日頃の地道な活動が登録の大きなポイ
ントであったと言っても過言ではありません。

4.　おわりに
　土地改良は、東播用水のように、先人が創り上げてきたかんがい施設
をそれぞれの時代に応じて整備を行い、次の世代に引き継いでいくもの
です。つまり、土地改良は現在の農業の発展のためだけではなく、「未来
への礎」を構築するものであると考えています。
　現在、東播用水のエリアでは、国営東播用水二期事業により、老朽化
した基幹水路の改修工事が実施されています。事業が土地改良区そして
組合員の皆様のご協力のもと、順調に実施されることを願っておりま
す。また、淡山疏水の世界かんがい施設遺産登録が、組合員以外の地域
の皆様に対しても、東播用水及びその維持管理に対する意識を向上させ
ることに寄与し、東播用水のかんがい施設を核とした地域づくりに役立ち、
地域の更なる活性化につながればと思っております。
　私は、皆様から様々なご意見も伺いつつ、東播用水の発展、日本の農
業農村の発展実現のため、農林水産省や地方行政、そして海外での仕事
を通じて得た知識や経験そして人との繋がりを活かして、幅広い見地か
ら農業農村が明るく、そして元気が出るよう、進藤金日子顧問とともに
皆様の先頭に立って土地改良を推進する役割を担わせていただけるよう
頑張ってまいります。
　皆様から引き続きご指導ご鞭撻を賜りますとともに、私の所期の目的
達成に向けて各位のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

⒄第52号 東播用水だより 平成30年６月１日
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１．農地の移動、組合員の資格交替があったとき
◎土地の所有権移動（売買、相続等）、耕作権の移動（小作等）
◎組合員の交替（組合員の死亡、農業者年金受給による経営移譲等）
◎住所変更
　このような時は、土地改良法によって組合員から土地改良区へ通知するよう義務付けられております。
　届出のない場合は、賦課台帳が修正されないので、従来どおり賦課金が課せられます。速やかに通知
して下さい。

☆提出書類　⇒　組合員資格得喪通知書

２．農地を転用するとき（公共事業含む）
◎農地を宅地等へ転用される方は、土地改良法により届出と決済（転用決済金）が必要となります。
◎公共用地に売渡した場合（道路・河川・公園・建物等）でも転用決済金が必要です。

☆提出書類　⇒　農地転用等通知書・地区除外申請書・その他書類
　法の改正により、農振農用地の場合は、農振農用地除外申請時に決済処理が必要です。
　転用によって農地でなくなった土地の分も、残った農地が土地改良施設費等の負担を負うことになり
ます。そこで負担の公平を図るため、土地改良法により、決済金を納めていただくことになっています。

平成30年度　農地転用決済金額
☆総合管理事業決済金 10a当り 17,400円
☆維持管理事業決済金 10a当り 134,000円  計151,400円
☆国営二期事業決済金 10a当り 0円
☆意見書等発行手数料 1 申請 1,000円

各種届出用紙が必要な場合、また不明な点がございましたら下記の総務担当庶務係までご連絡ください。

⎫
｜
⎬
｜
⎭

こんなときは、必ず土地改良区へ通知を！

東播用水土地改良区
〒673-0512　三木市志染町井上683
TEL　0794-87-0545 ホームページ：http://www.toban-yosui.jp
FAX  0794-87-0547 メ　ー　ル　：soumu@toban-yosui.jp

⒅第52号 東播用水だより 平成30年６月１日

お問い合わせ先
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土地改良区が発注する工事・委託業務等の入札参加には、入札参加資格申請が必要です。
現在、入札参加資格申請者が不足していますので、業者の方はふるって申請をお願いします。

　東播用水土地改良区では、水利施設の維持補修・施設の劣化予防等の土木・電気・機械・塗装などの工事
や工事実施に必要な調査・測量・設計などの委託業務を専門業者に発注し水利施設の機能保全を行っています。
　このなかには、開水路等の周辺環境や水難事故防止のため、堤塘の草刈りや会所桝等の泥さらえを土木工
事として発注しています。
　農林水産省及び兵庫県の補助事業や土地改良区営の事業を行っていますので、施工管理などが適切にでき
ることが必要です。これらの工事や業務の入札に参加を希望される会社等は、土地改良区に入札参加資格申
請書を提出し登録する必要があります。
　この申請は、随時受け付けていますが、登録の日から 2 ヶ年度有効としています。
　提出書類など手続きについては、本区ホームページをご覧頂くか、総務担当までお問い合わせ下さい。

平成29年度発注実績

土木工事 施設機械工事 測量設計業務

20件 2 件 2 件

入札参加資格申請について

⒆第52号	 東播用水だより	 平成30年６月１日

　平成29年 3 月23日に開催しました総代会にて議決いただき申請しました土地改良事業計画（維持管理）の
変更が平成29年11月 9 日に認可され、平成29年12月 1 日に公告されましたので報告いたします。

土地改良事業計画（維持管理）の変更の認可について
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東播用水「水と緑の交流」実行委員会からのお知らせ

東播用水
　源流ミニツアー

開催日：平成30年10月6日(土)

　東播用水の源流、川代ダム・丹波篠山を訪ねてみませんか！
　このツアーは、ダム施設を見学いただくと共に、丹波地域の
森林が地球環境保全に役立っていることを理解し、上流との交
流を深めることを目的としています。

行　程

 出発地
　西神・明石・加古川・
　三木・稲美の各乗車場所

川代ダム
　歓迎式典
　ダムの見学

篠山
味まつり（市内散策）

歓迎式会場 歓迎式典 川代ダム見学 味まつり見学

小水力発電所 ダム堤体階段

呑吐ダム探検隊 開催日：平成30年11月10日(土)予定

呑吐ダムの施設見学に参加しませんか！

　ダムの施設見学を中心としたイベント「呑吐ダム探検隊」を開催します。普段見ることのできないダムの堤体内
の施設見学により東播用水事業の意義と効用への理解を深めてもらうことを目的としています。

　平成29年は源流ミニツアーに185名、呑吐ダム探検隊には82名
の参加がありました。
　詳しい内容は事務局（東播用水土地改良区　総務担当）までお
問い合わせください。皆様のご参加をお待ちしております。

淡山疏水・東播用水
親子学習会

淡山疏水・東播用水
ふれあいバスツアー

日　時　平成30年 8月17日（金）　9：00～17：00
内　容　TT博物館での学習会、御坂サイフォン、呑吐ダム見学、ぶどう収穫体験などを予定
参加費　親子二人一組　1,000円（小学生３年生以上、昼食代等含む。）
　　　※参加を希望される方は、土地改良区事務局までご連絡ください。

「淡山疏水と東播用水」は、組合員の皆様の田んぼに、大切な水を送っていま
す。これらのダムや水路のこと、そして農業のことを子供たちに伝えましょう。
楽しい昼食会やブドウ狩りもあります。

日　時　平成30年11月 3日（土）　9：00～16：00
内　容　淡山疏水・東播用水施設見学、三木金物まつりへの参加を予定
参加費　１名　1,000円（中学生以上、昼食代等を含む。）
　　　※参加を希望される方は、土地改良区事務局までご連絡ください。

淡山疏水・東播用水の施設を見学してみませんか。大人を対象とした
バスツアーです。淡山疏水・東播用水を軸にした一味違った地域の魅
力を感じてください。

　※上記の２つのイベントにつきましては予定であり日程・行程等の変更がある場合があります。
　※詳細が決まり次第本区ホームページ等でお知らせいたします。

TT未来遺産運動からのお知らせ

⒇第52号	 東播用水だより	 平成30年６月１日


